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臨床医学オントロジー　　必要性の背景
電子カルテの普及、臨床研究データベースなど医学・医療における
電子化データベース、特にテキストデータベースが大規模に蓄積さ
れつつある。 

  診療の場で、次々に出る新しい医薬品情報や副作用情報、新しい
検査方法や治療方法に関する情報、改訂されていく臨床ガイドライ
ンや診断基準などに対応して、常に最適の医療を安全に実践する
には、膨大な知識を常に吸収し、目の前にいる患者に生かす必要
がある。 

  研究面においても、ゲノム関連情報と関連する臨床症例データとを
連結させた解析研究は重要なテーマとなっている。 

  電子カルテデータなどの臨床テキストデータベースから、新たな臨
床医学的な知見、医薬品副作用などを発見するため、「テキストマイ
ニング」も重要になりつつある。 
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テキスト情報からの意味処理 
に必須の情報資源（リソース） 

１）　自然言語処理（NLP） 
自然言語により記述されたテキストの解析を行い、文の構
造や用語の係り受け関係を解析し、テキストから意味や知
識を抽出したり検索したりする。 

２）　用語表現の多様さ、揺れ、言語の違いを吸収する技術
と用語辞書 

３）　臨床医学領域（ドメイン）での用語の意味や概念を処理
する技術と、概念知識データベースとしてのオントロジー 
臨床医学分野での多様な用語ラベルと概念同士の関係をコン
ピュータが自動的にたどり、医学的な意味を処理できる基盤となる
概念知識データベース（オントロジー） 
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医学知識に基づく高度な意思決定支援や 
文脈依存のユーザインタフェイスの実現には 

１）　「患者状態」、「医療者の患者理解状況と医療行為の意図」の理解 
　電子カルテデータや検査結果などから、 
 「患者の臨床病態をそれなりに把握」 
 「医療者がどのように患者の臨床病態を把握しているか」 
 「何を意図して医療行為（アクション）を起こそうとしているか」 
を計算機が把握する必要がある　→　自然言語処理＋オントロジー 

２）　患者の状態と医療行為との関係の理解 
 ・どのような状態のときに、どのような医療行為をとるべきか（とってはいけないか）を計
算機が判断できる必要がある　→　ルールベース／クライテリアテーブル／ロジック　
などの記述 

３）　「医療用語が表現している概念（意味）」の理解 

 ・病名（疾患）、検査、医薬品、治療方法などの医療用語が、患者のどのような状態を
表現しているか、どのような状態をどのように変化させるのか、計算機が知る必要が
ある。　　→　オントロジー＋用語辞書
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蓄積される電子化医療データを 
有効活用するには、 

高度な「意味処理」と「言語処理」が 
できることが必要 

↓ 
そのためには「医学用語の意味（概念）」を 

コンピュータが「理解して処理できる」ことが必要 
↓ 

医学用語の意味を定義したデータベース 
（＝オントロジー） 

　とそれを処理するソフトウエア技術が必要 
（＝オントロジー工学） 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臨床医学オントロジーへ 
Ontology 

  ある領域（たとえば臨床医学）で使用される
概念（Concept）を集積し、概念と概念の相
互関係、概念と用語（人間にとっての表現
形）との相互関係をデータベース化するこ
とによって、その領域の知識全体をコン
ピュータ処理可能な形で記述すること
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悪性
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腫瘍

痛み

腹痛

胃食道ファイバースコピー

胃内視鏡検査

胃切除術
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胃全摘術

内視鏡的胃ポリープ切除術

食欲不振

体重減少疼痛

食欲

食欲減退

食欲増進

<病名と症状> 

<同じ意味> <反対語> 

<同じ意味> 

<臓器> 

<性質> 
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<同じ意味> 

<手法> 

<治療法> 

<一種> 

<一種> 

<性質> 

<一種> 

<一種> 

コンピュータが用語の意味を理解するとはどういうことか？

がん

<一種> 

<一種> 

<原因> 
「胃がん」と胃に
できる悪性腫瘍
の一種である。
ポリープは良性
であるががんが
悪性である。 
体重減少や食欲
不振が見られる。
治療として切除
するなら胃全摘
術や胃切除する
がある。 

生成可能
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人間の頭の中にあるいろいろな概念や 
用語の理解イメージのようなもの 

＜オントロジー＞ 
概念の意味 

関係をデータベース 
にしたもの 
Ontology 

＜用語集＞ 
用語だけを 
　　集めたもの 
またはその階層
整理したもの 
Terminology 

ＩＣＤ１０　
1 A00-B99 感染症および寄生虫症 
2 C00-D48 新生物 
3 D50-D89 血液および造血器の疾患
4 E00-E90 内分泌,栄養および代謝疾患  

5 F00-F99 精神および行動の障害 
6 G00-G99 神経系の疾患 

7 H00-H59 眼および付属器の疾患  
8 H60-H95 耳および乳様突起の疾患 
9 I00-I99  循環器系の疾患 
：：：：

＜分類＞ 
ある用語があらわす概念が 
ある視点でどこかひとつに 
所属するようにした 

“仕分け用”の階層体系 

オントロジー、分類コード、用語集、マスターの関係 

“分類ルール” “従来の標準病名マスター”
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国内での臨床医学オントロジー構築

  政府IT戦略本部　重点計画2006  
 健康情報を高度に分析するための技術の開発

 収集された健康情報を高度に分析し、医療費適正化
や医療支援、疫学的研究等への活用を可能とするた
め、健康情報用語を多軸型に相互関連付けした用語
体系（オントロジー）の開発を2006 年度より開始する。 

→ 2006 調査研究、2007‐2009 開発研究 
厚労省「医療情報システムのための医療知識基盤
データベース研究開発事業」（2007‐2009）
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オントロジーの必要規模 
（Ｈ１８年度調査より）

  目的：電子カルテなど診療テキストデータの解析 
  疾患　基本概念　約５０００ 
  疾患修飾語となりうる解剖学的構造　約３０００、 
  医療的操作（手術・施術・処置）　基本概念　約３０００ 
  基本的な症状・所見概念　約１０００ 
  時間経過、位置、世代等の語が示す属性概念　約５０００ 
  検査方法  約５００医療用薬物　　約３０００ 
  自然物質  約１０００ 
  生体機能  約２００  
  その他  約２０００～５０００ 

           合計２３７００‐２６７００ 
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平成１９年度～ 
厚労省「医療情報システムのための医療知識基盤データ

ベース研究開発事業」

  医療で蓄積される診療データを、付加価値の高い
データベースとして多くの医療従事者や（臨床）研究
者等がこれを利活用することにより、今後の我が国
における医療分野の科学技術の進展に大きく貢献
していくことが期待される。 

  平成１９年度から３年間を予定して医療知識基盤
データベースを研究開発する。
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臨床医学オントロジーの活用

  将来の活用例 
  蓄積された臨床データベースから　 

  テキストマイニングによる知識発見 
  類似症例や類似の疾患経過の検索 
  データ入力時の患者状況に依存した専門用語提示など高度なマ
ンマシンインターフェイスの実現 

  文章データを含む多施設臨床医学データの疫学的解析 
  フリー入力された臨床所見データの表現の揺れを吸収した自動
コーディングや統計処理 

  意味的相互運用性を維持した施設間のデータ交換やデータ移行 
  医療安全確保のための高度な意思決定支援システムや診断支援
システム
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研究全体の総括的推進東京大学 日本医学会（用語管理委員会） 
　　・標準マスターと医学会用語との整合性の維持 

　　・医学会臨床系分科会からの意見集約 

標準マスター（病名）作業班

意味関係付け構築環境の開発・整備、モデル設計等

溝口理一郎研究室 
（大阪大学）

英語圏のオントロジーに関する調査研究

藤田伸輔研究室 
（千葉大学）

開発ツールの改良・
実証試験チーム

SNOMED-CT 

ICD10,ICPC 

ISO/TC215 

調査分析

推進

開発方針の共有 
データモデルの開発開発方針とツール機能との 

整合性を図る

開発方針の共有 
データモデル等の 
情報提供

海外動向の 
情報共有

研究推進体制の概要

日本語プロダクトとの 
関係付けの課題の整理

（財）医療情報システム開発センター 
標準マスター相互間の整合性と関連づけ調査協力

拡充マスターの公開

大江和彦（医療情報学） 
永井良三（循環器内科学） 
他　各診療科

臨床系各分野特任教員 
　約１０余名

医療情報系特任教員 
　数名

コンテンツ開発

連携
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研究開発のコアとなるのは 
「疾患概念の定義」と「解剖構造」 

の記述

 病名用語が表現している疾患と
は何か？ 
 たとえば、“糖尿病”という用語は、
患者の何を記述しているのか？ 
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糖尿病の分類と診断基準 
日本糖尿病学会（ＪＤＳ） 1999/5

 糖尿病は 
 インスリン作用の不足による 
 慢性高血糖を主徴とし、 
 種々の特有の代謝異常を伴う疾患群で、 
 その原因は多様である。 
 代謝異常が長く続けば糖尿病特有の合併
症を来たし、動脈硬化も促進される。 

 糖尿病の概念は高血糖のみならず、これら
の特徴をすべて包括する。 
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糖尿病の成因（機序）分類 
日本糖尿病学会（ＪＤＳ） 1999/5

  １型糖尿病（膵β細胞破壊に基づく、通常は絶対的インスリン欠乏
に至る）  Ａ．自己免疫性　 Ｂ．特発性 

  ２型糖尿病 
  インスリン分泌低下を主体とするもの 
  インスリン抵抗性が主体でそれにインスリンの相対的不足を伴うもの、など 

  その他の特定の機序、疾患による糖尿病 
  Ａ．遺伝因子として遺伝子異常が同定されたもの 
　　　　(1)膵β細胞機能にかかわる遺伝子異常 
　　　　(2)インスリン作用の伝達機構にかかわる遺伝子異常 

  Ｂ．他の疾患、病態に伴うもの 
　　　　(1)膵外内分泌疾患 
　　　　(2)内分泌疾患 
　　　　(3)肝疾患 
　　　　　　： 

  妊娠糖尿病
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糖尿病の病態（病期）分類 
日本糖尿病学会（ＪＤＳ） 1999/5

(1)　正常領域（正常血糖） 
(2)　境界領域（高血糖） 
(3)　糖尿病領域（高血糖） 
　　a.　インスリン不要 
　　b.　治療（高血糖是正）にインスリン必要 
　　c.　生存にインスリン必要
 ※　aとbがNIDDMに、cがIDDMに相当する
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糖尿病はどうやって診断するのか？ 
糖尿病の診断基準：JDS（日本糖尿病学会）1999/5 

  糖尿病型 
  空腹時血糖値>= 126mg/dL、または75g OGTT 2時間値 >= 200mg/dL 
または　随時血糖値 >= 200mg/dL 

  参考：1982年JDS診断基準、1985WHO分類：空腹時血糖>=140 他 

  境界型 
   正常型にも糖尿病型にも属さないもの 

   正常型 
  空腹時血糖値< 110mg/dL(未満)かつ75g OGTT 2時間値 < 140mg/dL(未
満) 

  基準値は、静脈血漿値。

  持続的に糖尿病型に属するものを糖尿病と診断する。 
  注：OGTT：oral glucose tolerance test（75g経口ブドウ糖負荷試験） 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糖尿病の場合

インスリン分泌低下

空腹時血糖値 1３０mg/dL

１998年なら 
　糖尿病でない

２０００年なら　糖尿病

１９９９　診断基準 
　　空腹時血糖値>= 126mg/dL

１９85． 診断基準 
　　空腹時血糖値>= 140mg/dL
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疾患概念をどのようにとらえるか？

人体に起こっている 
ある（異常）状態（の連鎖） 

臨床診断名

WHO分類、診断基準  観測（診察、検査等）結果により 
分類（診断）

観測結果

＝Formal疾患

観測結果観測結果

例：1999年診断基準による糖尿病 
　　風邪症候群 
　　第５肋骨骨折　　

例：診断基準によらない糖尿病の状態 
　　上気道エコーウイルス感染状態 
　　第５肋骨が骨折している状態　　

20



本日のプログラム
  臨床医学オントロジーの基本構造と考え方 

  溝口理一郎

  is‐a関係・part‐of関係・動的is‐a関係の取扱い 
  臨床医学オントロジーにおける疾患オントロジーの詳細 

  古崎晃司

＜休憩１０分＞ 

  臨床医学オントロジーにおける解剖構造オントロジーの詳細 
  今井　健

  デモで見る臨床医学オントロジーの概要 
  太田　衛
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本研究チームメンバー
  東大病院企画情報運営部 

  　大江和彦、松谷司郎、佐藤恵、梶野正幸、吉田裕一 

  東大疾患生命工学センター 
  　今井健 

  大阪大学産業科学研究所 
  溝口理一郎、古崎晃司、国府裕子、周俊 

  （株）エネゲート 
  太田衛、垂見晋也 

  東大病院（診療科） 
  宮本明栄（皮膚）、澤村裕正（眼）、上田高志（同）、脇嘉代（糖尿代謝）、吉田剛（耳鼻）、別
所雅彦（整形）、土井研人（腎内分泌）、林俊宏（神経内）、河崎伸（呼吸器）、中村文彦（血液
腫瘍）、庄田宏文（アレルギーリウマチ）、久保かなえ（同）、岡本明子（同）、武田憲文（循環）、

安藤亜季（小児）、高梨さやか（同） 

  研究協力：　千葉大学病院地域医療連携部　藤田伸輔 
　　　　　　　　　　東京医科歯科大学情報医科学センター　中谷純 
　　　　　　　　　　東京大学知の構造化センター　荒牧英治
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